
札幌市中央区南三条西八丁目七の三（狸小路八丁目）

電話番号

店舗営業日

営業時間

：（〇一一） 二一〇 七三八八

：金・土・日・月

：十一時から十九時（日曜日十七時まで）

w w w . k u s a k a . n e t

札幌市中央区南3条西7丁目5番地(狸小路7丁目)
TEL 011‒272‒8070　営業時間１7：００～２４：００ / 水曜定休

読む、聴く、触れる
五感で感じる
谷川俊太郎さんの世界。
札幌市中央区南 3西 7 KAKU 
IMAGINATION 2F（KINOから
西へ徒歩約２分。等身大パネルが
目印）TEL.011-211-0204
11～20時（火曜定休）

○受付時にお熱を測らせていただきます。
○マスク着用をお願いいたします。着用されない時は、ご覧いただけません。
○ロビー側入り口に消毒液を設置していますので、入場時に手の消毒をお願いします。
○ロビーでお待ちの時は、大声を出さず静かにお待ち下さい。
○上映中、マスクの着用、お話しはせず、飲み物を飲む時だけそっとマスクをはず
　し、すぐにつけて下さい。（食べ物不可）

○入場整理券は使用後、除菌のため毎回拭いています。
○各回上映開始後、入口やトイレドアや手すり等を除菌のため毎回拭き掃除しています。
○スタッフはマスクを着用し、受付では念入りに手洗い・消毒をして対応しています。
○ブランケットの貸し出しは休止しています。
○スタッフは、毎日検温などにより体調管理をしています。

　　お客様へのお願い　　お客様へのお願い

　　シアターキノの感染予防対策　　シアターキノの感染予防対策

1282021.4 –7

　詳しくはシアターキノホームページをご覧ください。

札幌市中央区狸小路6丁目南3条グランドビル2F
TEL 011 231 9355
www.theaterkino.net  ／  webmaster@theaterkino.net

支配人　中島ひろみ

今号のごあいさつ今号のごあいさつ

もう少し続けましょう。「スリー・ビルボード」で2度目のオスカーを手にしたフラン
シス・マクドーマンドですが、「ノマドランド」では実在のノマドたちと共に路上や仕
事場で交流してゆきます。その中のおひとりが「実はマクドーマンドの名前も知りませ
んでしたし、彼女の出ている映画を見たこともありませんでした。そのことを正直に伝
えると、気分を害するどころか、一緒に映画に出られてとてもうれしいといってくれて、
なんだか離れ離れになっていた旧友に再会したような気持ちになりました。撮影中は今
までに感じたことのなかったような、愛と存在意識、感謝を感じました」と。フランシ
スの人柄が表れていて、そのすべてが映画ににじみ出ているようです。この号が出来上
がるころにはアカデミーの発表です。北海道も桜が咲き、心はずむ季節がやってきます。

フランシス・マクドーマンド×クロエ・ジャオ監督フランシス・マクドーマンド×クロエ・ジャオ監督
アメリカの大自然を背景に今この時代を希望で照らす感動作アメリカの大自然を背景に今この時代を希望で照らす感動作

世界中で最も長い歴史を持つベネチア国際映画祭で金獅子賞、トロント国際映画祭で
は最高賞の観客賞を受賞、ゴールデングローブ賞では作品賞・監督賞受賞、そしていま
最も話題のアカデミー賞では作品賞・監督賞・主演女優賞・脚色賞・撮影賞・編集賞の
主要6部門ノミネートという話題作です。
経済破たんのため町全体が閉鎖され、住む家も仕事もなくしてしまった60代の女性・
ファーンが亡き夫との思い出をキャンピングカーに詰め込んで、現代のノマド＝遊牧民
として、季節労働の現場を渡り歩いてゆく。懸命にその日その日を乗り越えてゆく、そ
の先々で出会うノマドたちとの心の交流が、ファーンの誇りを持った自由な旅へと導い
てゆく。
映画を通してファーンと共にたどる旅路は過酷な状況なのですが、見渡す限りの広大
な風景の美しさ、世界の深さを目の当たりにして、陽が沈む静かな時間を慈しみ、日が
昇るとともに迎える時間の流れはいままで過ごしてきた日常をはるかに超えたところに
身を置いているような気持になります。
「20代後半に、少し自分を見失ったような気持になったことがありました。歴史的に
見ると、人は迷いを感じた時に西に行く傾向があり、私もそれを実行しました。中国の
北京で育った私は、いつもモンゴル平原に夢中でした。NYにいるときは、それがサウ
スダコタ州でした。そんな経緯で、初めてアメリカ西部へ足を運びました」とアメリカ
西部での撮影について語ったクロエ監督。
フランシスは「私たちのチームは、たった 25人だけでした。私は61歳で最年長。最
年少はおそらく24歳だったと思います。私たちは7つの州を5か月かけて一緒に旅を
しました。それはタイトな仕事でしたね、必要な時にはいつも、全員が各部門の境界線
を越えて作業を完了させました。非常に迅速かつ即興的に移動し、ノマドのコミュニ
ティと同じように暮らしました。そこで私たちは「もし」のゲームをしました。「もし」
私が本当に彼らの一人だったらどうするか？ と。」
するとクロエが「私たちは「もし」のゲームをしながら、多くの時間を過ごしました。
もしファーンがサンドイッチを作るとしたら？ どんな種類のパン？ もし彼女がワゴン
車の中でトイレを使うとしたらどうする？ 彼女ならどこにバケツを隠した？ バケツに
はどんな猫砂を使う？ などを一緒に考えました。」

●2021年度ＫＩＮＯ会員募集が始まりました！
　ビンテージ・スタンダード・シニア・学生会員 ご利用期間：2021年6月1日～2022年5月31日
●現在ご利用の2020年度会員証は2021年5月31日までご利用いただけます。

 5.8 SAT 「生きろ 島田叡 「生きろ 島田叡 --戦中戦後の沖縄県知事」 ゲストトーク戦中戦後の沖縄県知事」 ゲストトーク
佐古忠彦監督

 6.11 FRI 「友達やめた。」 対談「友達やめた。」 対談
今村彩子監督＆二通諭さん（札幌学院大学名誉教授）

 5.14 FRI 「エポックのアトリエ」 ゲストトーク「エポックのアトリエ」 ゲストトーク
菅谷晋一さん

 6.19 SAT 「きみが死んだあとで」 ゲストトーク「きみが死んだあとで」 ゲストトーク
代島治彦監督

 4.26 MON HBCドラマ傑作選第一弾HBCドラマ傑作選第一弾
「遠い絵本」前編・後編（1979年） 一挙上映「遠い絵本」前編・後編（1979年） 一挙上映
アラスカと小樽を舞台に、取り戻せない二人の若き日が一冊の本から浮かび上がり、
封印されていた歴史が蘇る。倉本聰脚本、守分寿男演出の名コンビによる海外ロケ
もした大作。
出演 /池辺良、八千草薫、大竹しのぶ、三田村邦彦

Vol.125

5 /21 色、光、音、揺れる記憶、世界の映画
祭を騒がせた伝説の名作がデジタルリ
マスターで蘇る。

三月のライオン三月のライオン

Vol.123

5 /7 本作で才能を大きく羽ばたかせたフラ
ンシス・リーは「アンモナイトの目覚め」
監督に抜擢。

ゴッズ・オウン・カントリーゴッズ・オウン・カントリー

Vol.127

6 /18 ケネスアンガーの呪術的イメージの集大
成が HDリマスターで蘇る。一部二部
全9作品。

マジック・ランタン・サイクル マジック・ランタン・サイクル 一挙上映一挙上映Vol.126

6 /11 耳の聴こえない私と、アスペルガー症
候群のまあちゃんの、心の越境ドキュメ
ンタリー。

友達やめた。友達やめた。

Vol.124

5 /14 菅谷晋一がつくるレコードジャケットは、
好きなことに夢中になる素敵なアナログ
的生き方。

エポックのアトリエエポックのアトリエ

Vol.122

4/30 家族を捨てた父親、発達障害のある息
子との 30年ぶりの共同生活は靴ひもが
運命を握る？

靴ひも靴ひも

金曜日の夜は映画を観よう！FRIDAY

ノマドランドノマドランド

 上映中



※1 各回完全入替制。途中入場はご遠慮ください。 ※2 学生の方は、学生証をご提示ください。 ※3 シニアの方は、年齢のわか
るものをご提示ください。 ※4 障害者手帳をご提示の方に付き添いの方1名様まで1,000円でご覧いただけます。 ※5 夫婦50
割引は、どちらかが50歳以上のご夫婦で同じ作品をご覧の場合はご夫婦でいつでも2,200円（お2人そろって受付、年令証明書
をご提示ください。）

一般 ¥1,800

学生 ¥1,400

シニア 60歳以上 ¥1,100

高校生以下 ¥1,100

障害者割引 ¥1,000

夫婦50割引おふたりで ¥2,200

料金

■上映候補作品
「17歳の瞳に映る世界」「わたしはダフネ」「アウシュヴィッツレポート」「Plan A」「返校」「王の願い ハングルの始まり」「サム
ジンカンパニー1995」「ココ・シャネル時代と闘った女」「BLITHE SPIRIT」「戦火のランナー」「ジュテーム・モア・ノン・プ
リュ」「走れロム」「名もなき唄」「天井桟敷の人々」「アニメーションの神様　川本喜八郎・岡本忠成監督特集」「ベルヴィル・
ランデブー」「若尾文子特集」「Sleep マックス・リヒターの招待状」「ダンサー セルゲイ・ポルーニン」「ハウス・イン・ザ・
フィールズ」「へんしんっ！」「デッドロック」「パラジャーノフ特集」「カミングアウト」「サウラ家の人々」etc.

月曜 カップルサービス・デー ¥2,200

水曜 KINO会員デー Wポイント

木曜 レディース・デー ¥1,100

日曜 18:00以降の回 ¥1,100

毎月1日 映画サービス・デー ¥1,100

上映時間・日程は変更する場合がございますので、詳しくは劇場までお問い合わせください。011-231-9355

お得な割引

キノビンテージ会員＆スタンダード会員の方は、
映画券3枚セットが¥3,900。キノ窓口にて発売中 !

キノの3枚セット映画券
¥4,500発売中！

プレゼントにいかがですか？THEATER KINO

MOVIE TICKET

THEATER KINO
MOVIE TICKETTHEATER KINOMOVIE TICKET

標高4800メートル、ブータン北部の秘境ルナ
ナ村。大自然とともにある暮らし、ヒマラヤ山脈
には歌声が響き渡る。都会から来た若い先生と、
村人たち、子供たちの交流を描く感動作。

監督・脚本：パオ・チョニン・ドルジ
出演：シェラップ・ドルジ／ウゲン・ノルブ・ヘンドゥップ
2019／ブータン／110分／ゾンカ語・英語／スコープ／DCP

ペトルーニャに祝福をペトルーニャに祝福を

ブータン 山の教室ブータン 山の教室

6/5-6/5-

5/15-5/15-

コロナによって上映が延期になった本作が一年
を越えて遂に公開。女性に禁じられた“幸せの
十字架”を偶然手にした彼女は、男達から猛反
発を受け、教会や警察を巻き込んだ大騒動に！

監督：テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ
出演：ゾリツァ・ヌシェヴァ／ラビナ・ミテフスカ
2019／北マケドニア／100分／マケドニア語／DCP

GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYAGOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA

Lunana A YAK IN THE CLASSROOMLunana A YAK IN THE CLASSROOM

20年来の恋人同士のピアニストのサムと、認知
症を患った作家のタスカー。二人は愛犬ととも
に思い出が詰まった古いキャンピングカーで紅葉
の湖水地方をめぐる旅へ。しかしその先には……

パリの女性教師による赤裸々な愛と性の告白。
一大センセーションを巻き起こしたアニー・エル
ノーの小説「シンプルな情熱」。バレエ界の異端児
セルゲイ・ポルーニン、レティシア・ドッシュW主演。

ファストファッション・ブランドを経営し、業界
トップにまで上り詰めたリ男の栄光と転落。痛
烈な風刺とウィットに富んだジョークをふんだ
んに散りばめたブラックエンターテインメント。

Passion SimplePassion SimpleGreed Greed 
SupernovaSupernova シンプルな情熱シンプルな情熱グリード グリード ファストファッション帝国の真実ファストファッション帝国の真実

7/1-7/1- 7/3-7/3-6/26-6/26-

監督：ハリー・マックィーン
出演：コリン・ファース／スタンリー・トゥッチ
2020／イギリス／93分／DCP

監督：ダニエル・アービッド
出演：レティシア・ドッシュ／セルゲイ・ポルーニン
2020／フランス・ベルギー／99分／DCP／R18+

監督：マイケル・ウィンターボトム
出演：スティーブ・クーガン／デビッド・ミッチェル／アイラ・フィッシャー
2019／イギリス／104分／DCP／PG12

やすらぎの森
最終日はお問い合わせください

アメイジング・グレイス アレサ・フランクリン
最終日はお問い合わせください

5月の花嫁学校
最終日はお問い合わせください

旅立つ息子へ
最終日はお問い合わせください

僕が跳びはねる理由
最終日はお問い合わせください

ヒロシマへの誓い サーロー節子とともに
1日1回上映

約束の宇宙
最終日はお問い合わせください

ブータン 山の教室
最終日はお問い合わせください

アンモナイトの目覚め
最終日はお問い合わせください

水を抱く女
最終日はお問い合わせください

生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事
最終日はお問い合わせください　★5/8 佐古監督トーク

夏時間
1日1回上映

ヘカテ デジタルリマスター版　
1日1回上映

FUNNY BUNNY
1日1回上映

きみが死んだあとで
特別上映　★6/19 代島監督トーク

エリック・ロメール監督特集 六つの教訓話 デジタルリマスター版

茜色に焼かれる
最終日はお問い合わせください

ブックセラーズ
最終日はお問い合わせください

SNS 少女たちの10日間
最終日はお問い合わせください

過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道
最終日はお問い合わせください

グンダーマン 優しき裏切り者の歌
1日1回上映

逃げた女
最終日はお問い合わせください

ペトルーニャに祝福を
最終日はお問い合わせください

グリード ファストファッション帝国の真実
最終日はお問い合わせください

Style Wars スタイルウォーズ デジタル修復版
1日1回上映

レンブラントは誰の手に
最終日はお問い合わせください

フィールズ・グッド・マン
1日1回上映

ミナリ 1日1回上映

サンドラの小さな家 1日1回上映

1日1回上映 1日1回上映

クー！ キン・ザ・ザ

不思議惑星キン・ザ・ザ 

サン・ラーのスペース・イズ・ザ・プレイス 
狼をさがして

次回  Supernova 7/1-
シンプルな情熱 7/3-
ライトハウス 7/9-

フライデーシネマ vol.125
三月のライオン 5/21

FF

HBC 倉本聰ドラマ
遠い絵本 4/26

フライデーシネマ vol.122
靴ひも 4/30

フライデーシネマ vol.123
ゴッズ・オウン・カントリー 5/7

フライデーシネマ vol.124
エポックのアトリエ 5/14
菅谷晋一さんゲストトーク

フライデーシネマ vol.126
友達やめた。 6/11
今村監督&二通諭さん対談

フライデーシネマ vol.127
 マジック・ランタン・サイクル 6/18
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時は1967年。良き妻の条件。それは、わきまえ
る？ →いいえ、自由であること！ アルザス地方
の花嫁学校。パリから届いた“自由”の風に乗っ
て先生と生徒たちのキュートな革命が始まった！

La bonne épouseLa bonne épouse
5月の花嫁学校5月の花嫁学校

6/19-6/19-

監督・脚本：マルタン・プロボ
出演：ジュリエット・ビノシュ／ヨランド・モロー／ノエミ・ルヴォウスキー
2020／フランス／109分／DCP／PG12

 5/1- 5/1-  5/15- 5/15-5/8-5/8-

ミナリミナリ サンドラの小さな家サンドラの小さな家生きろ 島田叡 生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事戦中最後の沖縄県知事

アメリカにおける韓国の移民家族を描く自伝的
映画。世界の映画祭で絶賛され、リー・アイザッ
ク・チョン監督にはオファーが殺到、あの「君の
名は」のハリウッド実写版を手掛けることに！

夫の暴力から逃れ2人の幼い子供と暮らす家が
みつからないサンドラは、自分たちの手で家を建
てることで、人生を取り戻そうと決意する。母と
娘たち、そして隣人たちの、奮闘と希望の物語。

「カメジロー」シリーズの元TBSキャスター佐
古監督による沖縄第3弾。玉砕こそ美徳、とい
う考えに抗い、一人でも多くの命を救おうと力を
尽くした島田知事、その生き方は官僚の鑑だ。

監督・脚本：リー・アイザック・チョン
出演：スティーヴン・ユァン／ハン・イェリ／ユン・ヨジョン
2020／アメリカ／116分／スコープ／DCP

監督：フィリダ・ロイド
出演：クレア・ダン／ハリエット・ウォルター
2020／アイルランド・イギリス／97分／英語／スコープ／DCP

監督：佐古忠彦
語り：山根基世／津嘉山正種／佐々木蔵之介
2021／日本／118分／ビスタ／カラー（一部モノクロ）／DCP

MINARI MINARI herself herself 

ソウルの女王アレサ・フランクリン。1972年教会
で行われた幻のライブが、49年を経てスクリー
ンに登場！ 音楽映画史に燦然と輝く、ソウル史
上屈指のライブ！ 魂揺さぶられる歌声が蘇る。

「まあ、頑張りましょう。」母はその一言で日々
理不尽な出来事に、やるせない感情を鎮めて中
学生の息子と暮らしている。理不尽な出来事は
加速する。それでも前を向く。生きて、生きる。

監督：シドニー・ポラック
出演：アレサ・フランクリン／ジェームズ・クリーブランド
2018／アメリカ／91分／英語／DCP

監督・脚本：石井裕也
出演：尾野真千子／和田庵／片山友希／オダギリジョー
2021／日本／144分／DCP／R15+

アメイジング・グレイスアメイジング・グレイス  アレサ・フランクリンアレサ・フランクリン 茜色に焼かれる茜色に焼かれる

5/28-5/28- 5/29-5/29-

Amazing GraceAmazing Grace

5/1-5/1- 4/24- 4/24-

水を抱く女水を抱く女約束の宇宙約束の宇宙

三島由紀夫「仮面の告白」他、世界中のバレエ
やオペラ、漫画や小説などで魅了された「水の
精：ウンディーネ」の神話を現代に置き換えて
映画化されたミステリアスな愛の叙事詩。

宇宙飛行士の母は幼い娘と二人暮らし。長年
の夢だった宇宙への飛行が間もなく始まる。過
酷な訓練、1年は戻れない。「打ち上げ前に二人
でロケットを見たい」娘は母と約束をする……

監督・脚本：クリスティアン・ペッツォルト
出演：パウラ・ベーア／フランツ・ロゴフスキ
2020／ドイツ・フランス／90分／Aビスタ／DCP

監督：アリス・ウィンクール
出演：エヴァ・グリーン／ザンドラ・ヒュラー／マット・ディロン
2019／フランス／107分／フランス語他／ビスタ／DCP

UndineUndineProximaProxima

6/12-6/12-

ケベックの深い森。湖のほとりにたたずむ小屋
で世捨て人のように暮らす老人たち。そこに思
いがけない来訪者が……。トム・ウェイツの名
曲「タイム」にのせて贈る詩情豊かな人生賛歌。

監督・脚本：ルイーズ・アルシャンボー
出演：アンドレ・ラシャぺル／ジルベール・スィコット
2019／カナダ／126分／フランス語／スコープ／DCP

やすらぎの森やすらぎの森
Il Pleuvait des OiseauxIl Pleuvait des Oiseaux

6/19-256/19-25

すべては1967年第一次羽田闘争＝君の死から
始まった。生き残った者たちのナラティブ（語
り）で蘇る異常に発熱した時代のタペストリー。
伝説の学生運動3時間20分。

監督・製作・編集：代島治彦
2021／日本／200分／DCP

きみが死んだあとで きみが死んだあとで 特別上映特別上映

5/22-285/22-28

6/19-7/26/19-7/2

5/22-6/45/22-6/45/22-5/22- 6/5-116/5-11

上映中上映中 5/1-145/1-14 5/8-215/8-21

5/29-6/45/29-6/45/22-285/22-285/22-5/22- 6/12-256/12-25

上映中上映中 4/24-5/74/24-5/7 5/8-145/8-14

サン・ラーのスペース・サン・ラーのスペース・
イズ・ザ・プレイスイズ・ザ・プレイス

  エリック・ロメールエリック・ロメール監督特集監督特集
六つの教訓話 六つの教訓話 デジタルリマスターデジタルリマスター版版

過去はいつも新しく、過去はいつも新しく、
未来はつねに懐かしい未来はつねに懐かしい
写真家 森山大道写真家 森山大道

SNSSNS
少女たちの10日間少女たちの10日間

ヘカテヘカテ
デジタルリマスター版デジタルリマスター版

僕が跳びはねる理由僕が跳びはねる理由  ヒロシマへの誓い ヒロシマへの誓い
サーロー節子とともにサーロー節子とともに

夏時間夏時間

FUNNY BUNNYFUNNY BUNNY狼をさがして狼をさがしてブックセラーズブックセラーズ グンダーマングンダーマン
優しき裏切り者の歌優しき裏切り者の歌

 レンブラントは レンブラントは
誰の手に誰の手に

Style WarsStyle Wars
デジタル修復版デジタル修復版

フィールズ・フィールズ・
グッド・マングッド・マン

監督：ジョン・コニー
出演：サン・ラー／レイ・ジョンソン／クリストファー・ブルックス
1974／アメリカ／81分／DCP／PG12

「モンソーのパン屋の女の子」「シュザンヌの生き方」「コレク
ションする女」「モード家の一夜」「クレールの膝」「愛の昼下
がり」そして未公開短編も！

監督・撮影：岩間玄
出演：森山大道／神林豊／町口覚
2020／日本／107分／DCP

監督：バーラ・ハルポヴァー／ヴィート・クルサーク
出演：テレザ・チェジュカー／アネジュカ・ピタルトヴァー
2020／チェコ／104分／チェコ語／DCP

監督・脚本：ダニエル・シュミット
出演：ベルナール・ジロドー／ローレン・ハットン
1982／フランス・スイス／108分／DCP

監督：ジェリー・ロスウェル
2020／イギリス／82分／スコープ／DCP

監督：スーザン・ストリックラー
出演：サーロー節子／竹内道
2019／アメリカ／82分／DCP

監督・脚本：ユン・ダンビ
出演：チェ・ジョンウン／ヤン・フンジュ／パク・スンジュン
2019／韓国／105分／DCP

監督・原作・脚本：飯塚健
出演：中川大志／岡山天音／関めぐみ
2021／日本／103分／DCP

監督・企画・製作：キム・ミレ
出演：太田昌国／大道寺ちはる／池田浩士
2020／韓国／74分／DCP

監督：D・W・ヤング
2019／アメリカ／99分／DCP

監督：アンドレアス・ドレーゼン
出演：アレクサンダー・シェーアー／アンナ・ウニター・ベルガー
2018／ドイツ／128分／DCP

監督・脚本：ウケ・ホーヘンダイク
出演：ヤン・シックス／エリック・ド・ロスチャイルド男爵
2019／オランダ／101分／オランダ語他／ビスタ／DCP

監督：トニー・シルバー
出演：Seen／Skeme／Dondiほかグラフィティライター
1983／アメリカ／70分／スタンダード／DCP

監督・脚本：アーサー・ジョーンズ
出演：マット・フューリー／ジョン・マイケル・グリア
2020／アメリカ／94分／DCP

土星から降臨した超現実的宇宙音楽王、サン・
ラーが仕掛ける人類移送計画と理想郷。

生涯にわたって女性を描き続けた恋愛喜劇の
巨匠ロメールの六つの恋の物語。 

野良犬のように路地を抜け、脇道に分け入り、街
の息遣いを次々に複写、魔法の傑作の誕生。

容赦ない男達の欲望に子供たちが直面する危
険性、恐怖を浮かび上がらせ、世界に衝撃が走る。

恋の果てにあるのは死だと平然と言い放つ。ハリ
ウッドのメロドラマを永遠に更新した愛の神話。

日本の少年が紡いだ言葉が世界中の自閉症者
と家族を救った驚きと感動のドキュメンタリー。

ノーベル平和賞受賞スピーチで世界を感動させ
たサーロー節子さん、核兵器撲滅にむけて－

緑色の庭、夏の西陽、風に揺れる蚊帳、家族は
祖父の家に引っ越した。しかしそこには……

ウサギの着ぐるみによる「図書館襲撃」と「ラジ
オ局電波ジャック」。2つの事件の謎の真相とは。

旧財閥系企業や大手ゼネコンを標的に連続爆
破事件をおこした東アジア反日武装戦線とは？

世界最大のNYブックフェアの裏側、書店主、伝
説のコレクター、本への愛情溢れる人々。

東ドイツ秘密警察に協力していた実在の歌手、
採掘場で働き、夜はステージで歌い人気者に。

レンブラントが描いた肖像画が44年ぶりに発
見！ 本物なのかをめぐっての大騒動が起きる。

1970-80s、NYサウスブロンクス。ヒップホップ
が世界を変えた伝説ドキュメンタリー。

 コミックの人気者カエルのペペが悪用されヘイ
トシンボルやトランプ誕生にも、さあ反撃は！

カルトSF映画の傑作・実写版「不思議惑星キ
ン・ザ・ザ」のゲオルギー・ダリネヤ監督が自らア
ニメ化したのが「クー！ キン・ザ・ザ」。時空が
ゆがんで、銀河の果ての惑星の異星人たちのな
んてシュールなこと！ 合言葉は「クゥ？ 」「くー」
いいえ、「クー！ 」。マッチは必需品。

クー！キン・ザ・ザクー！キン・ザ・ザ

監督：ゲオルギー・ダネリヤ
声：ニコライ・グベンコ／イワン・ツェフミストレンコ
2013／ロシア／92分／DCP

6/12-256/12-25

不思議惑星不思議惑星
キン・ザ・ザキン・ザ・ザ

監督・脚本：ゲオルギー・ダネリヤ
出演：エブゲーニ・レオノフ／スタニスラフ・リュブシン
1986／ソ連／135分／DCP

6/12-186/12-18

6/26-6/26-

逃げた女逃げた女

監督・脚本・編集：ホン・サンス
出演：キム・ミニ／ソ・ヨンファ／ソン・ソンミ
2020／韓国／77分／DCP

ベルリン映画祭最優秀監督賞。女達の迷いと
優しさ、隠された本心に何かが変わり始める。


